
ISA500 シリーズ 統合セキュリティ アプライア
ンスの WAN トラフィック メータリング設定 

目標
 

WAN トラフィック メータリングは WAN 接続で制御し行われる、トラフィックを可能にし
ますトラフィック量を測定することを。 WAN トラフィック メータリングはプライマリお
よびセカンダリ WAN 接続のために設定することができます。 この記事は ISA500 シリーズ
統合セキュリティ アプライアンスの WAN トラフィック メータリングを設定する方法を説
明します。
  

適当なデバイス
 

• ISA500 シリーズ 統合セキュリティ アプライアンス
  

[Software Version]
 

• 1.1.14
  

WAN トラフィック メータリング設定
 
プライマリ WAN トラフィック メータリング
 

このプロシージャはプライマリ WAN 接続の WAN トラフィック メータリング設定を行う方
法を説明します
 
ステップ 1. ISA500 シリーズ コンフィギュレーションユーティリティへのログインは左側
Navigation メニューからネットワーキング > WAN > トラフィック メータリングを > 計量す
るプライマリ WAN 選択し。 ページを計量するプライマリ WAN は開きます:
 



 
ステップ 2.プライマリ WAN 接続のためのトラフィックメータを有効に するために ONオプ
ション・ボタンをクリックして下さい。
 
ステップ 3 トラフィック制限ドロップダウン リストから制限するためにトラフィックの種
類のためのオプションを選択して下さい。
 

• 両方向—このオプションはダウンロードとアップロード トラフィック間の同じ月例制限
を共有します。
 
• ダウンロードだけ—このオプションはダウンロード トラフィックだけを制限します。
 
• 制限無し—このオプションはプライマリ WAN 接続のトラフィック量に制限を置きませ
ん。 それ以上の設定はこのオプションのためにすることができません; 変更を保存するた
めに『SAVE』 をクリック して下さい。
 



 
ステップ 4 月例 Limit フィールドでは、トラフィックがブロックされる前にトラフィックの
何 GB が一ヶ月に行われる場合があるか入力して下さい。
 
ステップ 5 トラフィックカウンタ ドロップダウン リストから、トラフィックカウンタがリ
セットされるときオプションをのための選択して下さい。
 

• 変更が保存されたらすぐ今はこのオプション リセットしますカウンターを再起動して下
さい。
 



 
• 特定のタイムはこのオプション特定の日および時間のカウンターを毎月リセットします
。 hh および日ドロップダウン リストからの日 mm フィールドのカウンターをリセットし
、選択するために日の時間および分に入って下さい。
 

ステップ 5 送信 メール Report フィールドで、Radio ボタンをクリックして下さい。
 

• オンこのオプションはメールによってカウンターがリセットされるとき通知を送信 しま
す。
 
• 以外このオプションはメールによってカウンターがリセットされるとき通知を送信 しま
せん。
 

ステップ 6 トラフィック ブロック ドロップダウン リストから、オプションを選択して下さ
い。
 

• すべては traffic —このオプション限界が達するとき WAN 接続のすべてのトラフィック
をブロックします。
 
• メールを除くすべてのトラフィック—このオプションはメール トラフィックを除いて制
限が達するとき WAN 接続のすべてのトラフィックをブロックします。
 

ステップ 7 メール Alert フィールドで、Radio ボタンをクリックして下さい。
 

• オンこのオプションは月例制限が達したら通知を送信 します。
 
• 以外このオプションは月例制限が達したら通知を送信 しません。
 



インターネット・トラフィック エリアはプライマリ WAN 接続についての重要な情報を表
示します。
 

• 開始する日付/時間—このフィールドはトラフィックメータが開始するか、またはメート
ルがリセットされた前回ことデータを表示します。
 
• 発信 トラフィック量—このフィールドはプライマリ WAN 接続でアップロードされるト
ラフィックの MB の量を表示します。
 
• 着信トラフィック量—このフィールドはプライマリ WAN 接続でダウンロードされるト
ラフィックの MB の量を表示します。
 
• 1 日あたりの平均—このフィールドは WAN 接続の MB のトラフィックの平均量を表示し
ます。
 
• 利用されるトラフィック—このフィールドは使用した月例制限のパーセントの量を表示
します。
 

ステップ 8. 『SAVE』 をクリック して下さい。
  

セカンダリ WAN トラフィック メータリング
 

このプロシージャはセカンダリ WAN 接続の WAN トラフィック メータリング設定を行う方
法を説明します
 
ステップ 1： ネットワーキング > WAN > トラフィック メータリング > セカンダリ WAN メ
ータリングを選択するのに ISA500 シリーズ コンフィギュレーションユーティリティを使
用して下さい。 セカンダリ WAN メータリング ページは開きます:
 



 
ステップ 2.セカンダリ WAN 接続のためのトラフィックメータを有効に するために ONオプ
ション・ボタンをクリックして下さい。
 
ステップ 3 トラフィック制限ドロップダウン リストから制限するためにトラフィックの種
類のためのオプションを選択して下さい。
 

• 両方向—このオプションはダウンロードとアップロード トラフィック間の同じ月例制限
を共有します。
 
• ダウンロードだけ—このオプションはダウンロード トラフィックだけを制限します。
 
• 制限無し—このオプションはセカンダリ WAN 接続のトラフィック量に制限を置きませ
ん。 それ以上の設定はこのオプションのためにすることができません; 変更を保存するた
めに『SAVE』 をクリック して下さい。
 



 
 
ステップ 4 月例 Limit フィールドでは、トラフィックがブロックされる前にトラフィックの
何 GB が一ヶ月に行われる場合があるか入力して下さい。
 
ステップ 5 トラフィックカウンタ ドロップダウン リストから、トラフィックカウンタがリ
セットされるときオプションをのための選択して下さい。
 

• 変更が保存されたらすぐ今はこのオプション リセットしますカウンターを再起動して下
さい。
 



 
• 特定のタイムはこのオプション特定の日および時間のカウンターを毎月リセットします
。 hh および日ドロップダウン リストからの日 mm フィールドのカウンターをリセットし
、選択するために日の時間および分に入って下さい。
 

ステップ 5 送信 メール Report フィールドで、Radio ボタンをクリックして下さい。
 

• オンこのオプションはメールによってカウンターがリセットされるとき通知を送信 しま
す。
 
• 以外このオプションはメールによってカウンターがリセットされるとき通知を送信 しま
せん。
 

ステップ 6 トラフィック ブロック ドロップダウン リストから、オプションを選択して下さ
い。
 

• すべては traffic —このオプション限界が達するとき WAN 接続のすべてのトラフィック
をブロックします。
 
• メールを除くすべてのトラフィック—このオプションはメール トラフィックを除いて制
限が達するとき WAN 接続のすべてのトラフィックをブロックします。
 

ステップ 7 メール Alert フィールドで、Radio ボタンをクリックして下さい。
 

• オンこのオプションは月例制限が達したら通知を送信 します。
 
• 以外このオプションは月例制限が達したら通知を送信 しません。
 



インターネット・トラフィック エリアはセカンダリ WAN 接続についての重要な情報を表
示します。
 

• 開始する日付/時間—このフィールドはトラフィックメータが開始するか、またはメート
ルがリセットされた前回ことデータを表示します。
 
• 発信 トラフィック量—このフィールドはセカンダリ WAN 接続でアップロードされるト
ラフィックの MB の量を表示します。
 
• 着信トラフィック量—このフィールドはセカンダリ WAN 接続でダウンロードされるト
ラフィックの MB の量を表示します。
 
• 1 日あたりの平均—このフィールドは WAN 接続の MB のトラフィックの平均量を表示し
ます。
 
• 利用されるトラフィック—このフィールドは使用した月例制限のパーセントの量を表示
します。
 

ステップ 8. 『SAVE』 をクリック して下さい。
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